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～花と緑と歴史の町 花筐～ 令和４年５月１３日 第１８１号 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント等については、中止または延期する場合があります。

～花筐自治振興会 会長あいさつ～ 佐々木 昇

令和3年度事業報告・決算報告など、すべての議案が承認されました。

さわやかな初夏の風が花筐の里に吹きわたるこの頃、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申

し上げます。平素より花筐自治振興会ならびに粟田部地区区長会に温かいご理解とご協力を賜り、

心よりお礼申し上げます。 

 さて、国内外での混迷が続く中、花筐地区の令和４年度が始まりました。今年度の活動で最も気

になるのは、やはりコロナの収束状況です。近年は大人数で飲食を伴うイベントを自粛してきまし

たが、今まで同様の地域活動を取り戻すには、マスクでの生活が壁となっていると感じています。 

 では、私たちの地域活動は、今後どのように進めていくべきでしょうか？ 

私は、区長会と自治振興会は車の両輪になって欲しいと考え、今まで進めて来ました。この点は

両団体に浸透できたと感じています。次は両組織の強化と活動の新陳代謝を図り、地域の活性化と

発展に貢献できればと考えます。 

 このためにも地域のみなさんには、自治振興会活動ならびに区長会活動・公民館活動に進んで参

加していただきたいと思います。 



区長会 区 名 区 長 区事務局長 

役 員 西樫尾区 永田 忠幸 菖蒲 寿一 

事務局長 宝栄区 文室 文平 齊藤 純二 

副会長 西山区 津田 睦夫 大塚 勝利 

役 員 栄 区 小玉 俊一 山田 孝行 

会 計 蓬莱区 松村 哲男 岩坂 昭宏 

会 長 富永区 佐々木 昇 広瀬 広幸 

役 員 鞍谷区 福岡 秀樹 木曽 哲雄 

役 員 旭 区 山岡 和雄 竹沢 裕史 

青少年育成部 

健康福祉部

今年も花筐公園に多くの人に足

を運んでいただけるよう、「公園を

愛する日」の清掃活動に皆様のご

参加・ご協力をよろしくお願いい

たします。 

正彌 文秀 （旭区） 

 振興会や公民館の活動、

各種団体や区の活動など、

より広く、より楽しく発信

していきたいと思います。

今年度のスポレク部は、登山や

グラウンドゴルフなど、屋外での

楽しい事業を予定しております。

皆様、是非ご参加下さい。 

主な行事予定

就任2年目となりますが、コロナ禍で大規模な避難

訓練等が行えない状態が続いております。しかしなが

ら、本年度は当地区が「防火・防災モデル地区」とな

っていることもあり、消防署と連携して今一度防災に

対する意識を高めてまいりたいと思います。地域の皆

様におかれましては、ご協力をお願い申し上げます。 

地域部 

スポレク部 
森下 満成 （鞍谷区） 

ふるさと文化部 岩坂 昭宏 （蓬莱区） 

岩﨑 千津代 （蓬莱区） 

輪違 與哲 （鞍谷区）
「出ずるを量りて入るを為す」 

 ３か年計画の初年。３年後あるべき姿に向

かって、今すべきことを進めます。特に花筐

会館の有効活用に一案を示したいと考えま

す。皆様のご支援宜しくお願いします。 

広報部 くらしの環境部

福田 美千代 （旭区） 
（敬称略） 

～いよいよ新年度スタートです!自治振興会専門部長さんよりひとこといただきました～ 

●広報部●南越消防組合
区長会活動と予算は総会資料をご覧下さい 

山田 孝行 （栄区） 

越前市防火・防災委員会から、粟田部地区が令和４年度の
「防火・防災モデル地区」に指定されました。防火・防災モデル地
区は、年度ごとに市内 2 地区を指定し、住民の皆様の防火防災
意識の高揚を図ることを目的としております。この機会に、日頃の
防火・防災について家族ぐるみ、地域ぐるみで考えてみましょう。 
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の動向をみながら、各

種行事等を計画してまいります。地区の皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。 

◆防火訪問（一般のご家庭と一人暮らしの高齢者宅） 
◆防火・防災・救急の各講習会（地区・町内・各種団体単位） 
◆防災訓練（地区・消防・越前市合同訓練） 
◆防火・防災展等（文化祭） 
◆防火豆まき（認定こども園あわたべ） 

中止や延期になった行事を今年

こそは!...と意気込んでいます。 

交通安全の看板も新しくする予定

です。 

 コロナ感染を注視しなが

ら、身体の健康と心の健康を

めざして福祉活動に取り組み

ます。どうぞ宜しく。

 今月の見どころは鯉のぼりと、山本
勇一郎さん（栄区）お手製のアルミ缶
風車です。風が吹くとよく回るんです
よ。 
そして、若くて可愛い助っ人が着せ

替え作業に力を貸してくれることに
なりました! おおとのんも大喜びの
ことでしょう♪ 

〔問い合わせ先〕
南越消防組合 東消防署 予防指導課  ４３-０１１９ 



私たちの周りには、福井県の良いお店や福井

と関係のある凄い人達や頑張ってる人達が沢山

溢れています。それらを点に例え、雑誌という

形でまとめてみました。これを機に自分達の住

んでる福井県の事を知ってもらい、刺激になれ

たら幸いです。        中島 大輔 

～花と緑と歴史の町 花筐～

●子育て支援学級 

6 月8 日（水）10:00～

手づくりおもちゃを作ろう

～牛乳パックでお人形～

お申込み・お問合せ 花筐公民館 42-0361 

中
島
さ
ん

大
桑
さ
ん

6 月の
ご案内

4/13（水）、天

神さんの前で、パ

ネルシアターをし

ました。ポカポカ

お外で、のんびり

お話を楽しみまし

たよ♪

●放課後子ども教室 

毎月第2・4土曜日 午前 10 時 11 時

●はながたみ遊学の杜・うすずみ大学 ●嶋会館 

4/27 付福井新聞にインタビューが掲載された話題の若者達です！

ドッツ

 ４月になって教室も再開。新しいメンバーで

がんばっています。音楽が流れると、公民館が

とっても賑やかになります 

4/23（土）、「寄せ植え教室」を『あいぱー

く今立』に出張して開催しました。手軽に体験

していただけるように、あらかじめ花材を講師

に準備していただきましたので、皆さん短時間

でコツをつかみ、お子さんや男性も素敵な寄せ

植えを完成させていました。 

今回は母の日のプレゼントとして作りました

が、これからはいろいろな楽しみ方をしていた

だけたらと思います。 

 新緑のまぶしい季節になりました 

忠魂碑は、戦争でなくなられた人の魂を慰める

ために建てられました。この忠魂碑の中には昔作

られた有名な刀を納めたそうです。山の斜面の急

な所にありますが、刀が納められているため地震

があっても倒れないと言われています。 
撮影 広報部 



日 時：6月４日（土）・１１日（土） 

両日とも 午前１０～1１時半 

参加費：５００円（筆ペン・紙代） 

場 所：花筐公民館 和室 

講 師：鈴木 裕美 氏（日本己書道場師範） 

定 員：１５名（先着順） 

申込先：花筐公民館 ℡42－0361 

★LINE公式アカウントからも受け付けます。 

「花筐公民館＆花筐自治振興会」をお友だち登録 

してください。登録後、トーク画面より 

①己書教室希望 ②お名前 ③ご住所 

④電話番号をメッセージしてください。 

※詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください。 

世帯数 1,227世帯（±０） 

人口数 3,434人（-８） 

男 性 1,689人（-２） 

女 性 1,745人（-６） 

ゴミを減らし、分別して、資源を有効に利用しましょう

●児童館 

・毎週月曜日 

花筐地区の人口
令和４年5月1日現在 

( )は前月比 

休館日

●はながたみ遊学の杜・うすずみ大学 

●放課後子ども教室・スポレク部共催 

令和４年度第 1回
花筐公民館運営協議会開催のお知らせ 

５月１８日（水）青少年育成部会 

５月２０日（金）配食サービス（健康福祉部） 

５月２５日（水）第１回花筐公民館運営協議会 

５月２6日（木）企画委員会

５月２８日（土）放課後子ども教室「チアダンス」

５月２９日（日）春の三里山登山 

６月 4日・11日（土）公民館学級 

「父の日のメッセージカード作り～己書に挑戦～」 

6月 8日（水）親子ふれあい教室 

6月 10日（金）くらしの環境部会 

◇日  時 ５月２９日（日）8:30 集合・出発 
※雨天中止・前日が雨の場合も中止 

◇コ ー ス 花 筐 公 園 →→南 三 里 山 展 望 台  
       →→花 筐 公 園 →→解 散  
◇申込先 花筐公民館 42-0361 

※詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください 

～新緑のまぶしい季節になりました。 
家族やお友だちと登りませんか～ 

開催日時 令和４年 5月２５日（水）19:30 
開催場所 花筐公民館 和室 
議題 令和４年度社会教育講座事業計画（案）

について、令和４年度自主講座登録申請
について、その他 

傍聴を認める者の定員 5 名 
傍聴の申込方法 傍聴希望者は、 
５月２２日（日）午後１時までにお申し込みく
ださい。傍聴者の定数を超えた場合は、先着順
により傍聴者を決定します。 

花筐公民館 42-0361

武道 演武披露 ふだんなかなか見られない武道演武は必見!! 

●花筐小学校 

『ふるさと花筐を知る』学習の一環として、花

筐公園に全校児童で行きました。本殿に入らせ

ていただいたり、語り部さんが公園内の名所を

分かりやすく説明してくださったりしたおか

げで、とても勉強になりました。【花筐小学校】

のメッセージカード作り

～己書（おのれしょ）に 
挑戦してみよう～ 

●イベント情報 

（全 2回）

※5/29 の公民館開館時間は8:00 21:00 となります

◆ 期間 ５月２３日（月）～ 
５月３１日（火）まで 

日 時 ６月５日（日）12:30 15:30 

会 場  小次郎公園（北坂下町） 
はじめての武道体験 合気道・剣道・太極拳・居合道・空手道 

色んな武道が体験できます! 
子どもから大人まで参加できます! 


